IX
新規事業

New Activities on Other Schemes

カンボジア王国 /Kingdom of Cambodia
日本産科婦人科学会（JSOG）− カンボジア産婦人科学会（SCGO）

JICA 草の根「カンボジア工場労働者のための子宮頸がんを入口とした
女性のヘルスケア向上プロジェクト」
JICA Project for Improving Women’s Healthcare of Factory Workers
カンボジアでは、経済成長に伴い疾病構造が変化し、女

Women’s health problems have shifted from maternal

性の健康課題は妊産婦死亡から生活習慣病やがんへ移行し

mortality to non-communicable diseases in Cambodia 1.

ています 。子宮頸がんは女性のがんの中で最多にも関わら

Cervical cancer is the leading cause of cancer death among

ず、がん検診は未整備で、進行がんで発見されるため死亡率

women. However, a cervical cancer screening system is not

が高いとされています 。そこで、カンボジア産婦人科学会

in place in Cambodia2. Cambodian Society of Gynecology

（SCGO）と日本産科婦人科学会（JSOG）は、プノンペン特

and Obstetrics (SCGO), in collaboration with Japan Society

別経済区（PPSEZ）の工場労働者を対象とした包括的な子宮

of Obstetrics and Gynecology (JSOG), started a project since

頸がん対策を確立するために、2015 年から共同プロジェク

2015 to introduce a comprehensive approach for cervical

トを開始しました。この包括的なアプローチは、工場労働者

cancer management targeted at factory workers at Phnom

への健康教育、子宮頸がん検診（HPV 検査による一次スクリー

Penh Special Economic Zone (PPSEZ). This comprehensive

ニング、病院でのコルポスコピーによる二次スクリーニング）

approach starts with health education for factory workers,

および早期診断・早期治療となっています。

and it is linked to cancer screening (primary screening

1

2

国立国際医療研究センター国際医療協力局は、本プロジェ
クトの運営と調整の役割を果たしました。2017 年度には 3,111
人の女性に対して健康教育を実施し、計３回の子宮頸がん検
診を計 263 名に対して行いました。このうち 19 人が２次検
診を要し（陽性率 7.2％）
、4 名が早期治療を受けました。

with HPV test, and secondary screening by colposcopy at
hospital) and early treatment.
National Center for Global Health and Medicine (NCGM) has
played the role of managing and coordinating this project.
In 2017, we conducted health education for 3,111
women and a total of three cervical cancer screenings were
conducted for a total of 263 women. Among them, 19
people required secondary screening (positive rate 7.2%)
and 4 people received early treatment.

1.
2.

Institute of Health Metrics and Evaluation. Country Profile of Cambodia. Global Burden of Disease;2016.
Human Papilloma virus and related cancers- summary report Asia. WHO;2010.
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ザンビア共和国 / Republic of Zambia
保健医療分野における自律型無人航空機を活用した次世代物流インフラ
の普及促進事業
The Project for the Diffusion of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) as Logistics Infrastructure
in the Health Sector in the Republic of Zambia
(JICA 開発途上国の社会・経済開発のための民間技術普及促
進事業 -2015 年度第二回公示分案件 )
エアロセンス株式会社 / 八千代エンジニアリング株式会社及
/NCGM の連携事業
ザンビアの地方部の医療現場では脆弱な物流インフラに起
因する医療物資（検体、検査キット、輸血用血液や検査試薬
及び医薬品等）供給網の制約が存在しその結果としての住民
への基礎的保健医療サービスの供給に支障をきたすことが稀
ではありません。
日本企業が提供する UAV（Unmanned Air Vehicle/ 無人航
空機（いわゆるドローン））を用いて空路を利用する次世代
物流インフラ網を確立し、物流の制約がある地域で迅速・継
続的な医療物資供給を実施し、保健医療サービスの拡充を通
じて住民生活の質の向上に寄与することを目的としました。
ザンビアではエアロセンス社の製品であるドローンを持ち
込み模型の血液検体を搬送用物資としテスト飛行を試みまし
た。テスト飛行実施を行うことで社会実装化するためいくつ
もの課題が浮き彫りになりました。一方でドローンを活用し
た医療物資の適切な輸送により、地方部住民が享受する基礎
的保健医療サービスの質が高められることも確認できました。
ザンビアの保健医療分野における物流インフラとしての
UAV の活用可能性に関する保健省職員や民間航空局 (Civil
Aviation Authority /CAA) 職員等の政府関係者の理解促進及
びドローンビジネス展開のためにザ国関係者を日本へ招聘し
ました。
ザンビアの関係者は官公庁を訪問し、関連するセミナーに
も積極的に参加しました。そのため人的基盤の形成が可能に
なると同時にザンビアの小型航空機法規制整備の向上へ寄与
することができました。
2016 年 6 月に採択されたこの事業は 2018 年 1 月に終了
しました。

（The project for the diffusion of Unmanned Aerial Vehicles
(UAVs) as logistics infrastructure in the health sector in
the Republic of Zambia under the program for promoting
private technology diffusion for social and economic
development in developing countries by JICA in FY2015）
In the rural areas of Zambia there are restrictions
on the supply chain networks of medical supplies
(specimens, test kits, blood for transfusion, reagents for
analyzers, pharmaceuticals etc.) due to the weak logistics
infrastructure. Therefore, it is common for the supply of
basic health care services to be hindered.
For establishing a next-generation logistics infrastructure
network that utilizes airways using UAVs (Unmanned Air
Vehicles, so called drones) provided by Japanese companies
and for promptly and continuously supplying medical
supplies in regions with restrictions on logistics, a joint team
consisting of:
1. Aerosense Inc (Tokyo): Project management and
UAV administration
2. Y a c h i y o E n g i n e e r i n g C o . , L t d / Y E C ( T o k y o ) :
Electricity, communication and ODA coordination
3. NCGM (Tokyo) UAVs for health services conducted
a demonstration flight and experimental flight
with mock-up blood samples in Zambia and
invited Zambian officials to Japan for providing
necessary seminars.
Various flight pilot tests were implemented and then
various challenges were carried out for practical usage as
healthcare logistics in the rural areas in Zambia.
On the other hand, through properly transporting
necessary samples for laboratory testing using drones, the
feasibility and significance of usage of drones as a logistics
infrastructure in the healthcare field of the country and legal
development were confirmed.
Zambian officials consisting of Ministry of Health and Civil
Aviation Authority (CAA) were invited to Japan, and they
actively participated in the meetings on the UAV-dronerelated laws and regulations, which were held by Japanese
ministries and necessary seminars provided by the project
team for developing the drone business.
As a result, a human relationship was established among
Zambian officials and Japanese ministries and Aerosense.
This foundation and opportunity can then contribute to
improving the compliance and improvement on the laws
and regulations for UAVs/drones in Zambia.
This project was adopted by JICA in June 2016 and ended
in January 2018.
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ベトナム社会主義共和国 /Sociolist Republic of Viet Nam
JICA 中小企業海外展開支援事業
ベトナム国新生児黄疸の診断・治療水準向上のための普及・実証事業
JICA Verification Survey with the Private Sector for Disseminating Japanese Technologies
for Promoting Prompt Diagnosis and Treatment of Neonatal Jaundice in Vietnam
JICA 中小企業海外展開支援事業「新生児黄疸の診断・治

The promotion and feasibility study for improvement of

療水準向上のための普及・実証事業」（株式会社アペレ）に

diagnosis and treatment of neonatal jaundice in Vietnam

対し、国際医療協力局は 2015 年より 2 年間にわたって技術

was operated by APEL Co. Ltd. under the Japanese Small and

支援を行いました。

Medium Enterprises (SMEs) Overseas Business Development

本事業の目的は、ベトナムのホアビン省 12 郡レベル病院
の新生児医療従事者に対する研修及びビリルビンメーターを

in JICA. The study was technically supported by NCGM for
two years from 2015.

中心とする検査・治療機器の導入を通じて新生児黄疸の診断・

The purpose of the study was to introduce a medical

治療改善に貢献することです。方法としては、アペレ社のビ

device for measuring the total bilirubin for jaundice, namely

リルビン測定器 (BR) をホアビン省郡病院 12 カ所に導入し、

BR by APEL Co. Ltd to the 12 district hospitals of Hòa Bình

黄疸の新生児に総ビリルビンの測定を行いました。アペレ社

Province, Vietnam. The APEL has provided training courses

の BR を導入し、研修を行ったことで、黄疸の検査がより多

for medical staff members to operate the device and the

く行われました（503 例から 737 例へ、1.46 倍の増加）
。

number of examinations of the total bilirubin was increased

今後、ベトナムの健康保険適用に向けて総ビリルビン検査

from 503 to 737. It is essential that the procedure measuring

が単独で認められることが望ましいということが分かり、ベ

total bilirubin be covered by the health insurance fee in

トナム側で、その手続きが進められています。

Vietnam to improve the diagnosis of neonatal jaundice.
Therefore, the Ministry of Health is working on including the
procedure in the medical insurance in Vietnam.

新生児黄疸

Neonatal jaundice

アペレ社のビリルビン測定器
Bilirubin meter by APEL
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